
行事等の名称 実施期間 参加条件等 HPアドレス 問合わせ先

11月2日(水) 一般県民

10:00～15:30 ※要事前申込

11月10日(木)

10:00～16:00
※要事前申込

11月11日(金)

10:00～16:00
※要事前申込

11月12日(土) 一般県民

10:00～15:00 ※要事前申込

11月15日(火)

13:00～16:00
※要事前申込

  福祉職場に就職・復職を希望する方々を
対象に，福祉についての理解を深めてもらう
とともに，福祉現場で働くために必要な知識
や技術などを学ぶための講座を開催する。

主催：鹿児島県・鹿児島県社会福祉協議会

鹿児島県社会福祉協議会
福祉人材・研修センター
TEL：099-258-7888
FAX：099-250-9363

行事等の内容

令和４年度「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事の御案内

主催：鹿児島県・鹿児島県社会福祉協議会

場   所：薩摩川内市総合福祉会館

対   象：企業等で定年退職を予定
 　　　　　している者や中高年齢者，
    　     子育てが一段落した者，
           学生や元気な高齢者など

場所：かごしま県民交流センター

対象：福祉職場に就職・復職を希望する

　　　　一般及び学生

福祉職場就職支援講
座

介護の入門的研修

事前の申込みが必
要

http://www.kaken
-
shakyo.jp/jinzai/2
0226sienkouza.pdf

http://www.kaken
-
shakyo.jp/jinzai/2
0220415nyuumonk
ensyuu.pdf

事前の申込みが必
要

11月2日(水)
8:45～17:00

11月9日(水)
8:45～17:00

11月10日(木)
8:45～17:00

   介護未経験者が介護に関する基本的な
知識や介護業務に携わる上で身につけてお
くべき基本的な技術を学ぶための研修を実
施する。

10月29日(土)
 13:15～16:30

11月5日(土)
 13:15～16:30

地域介護講座
【北薩地区】

　介護する（される）場合の基礎的な知
識・技術を学べる講座。
・寝返り・起き上がり・立ち上がり・移
乗の介助方法
・誤嚥を防ぐ食事の介助方法
・福祉用具の選び方・使い方
会　場：阿久根市中央公民館
　　　　鶴見分館
資料代：５００円

介護職経験概ね３
年未満の方

介護職ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修
【排泄ケアⅠ】

　介護の基礎技術を確認し，さらなるス
キルアップを図るための研修。
・排泄やアセスメントの基礎知識
・おむつの選び方・あて方
会　場：かごしま県民交流センター
受講料：４，０００円

介護職経験概ね３
年以上の方

介護職ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修
【感染症予防対策･
褥瘡ケア＆救急対
応】

やさしい介護教室C

　介護する（される）場合の基礎的な知
識・技術を学べる講座。
・衣服の着脱，歩行の介助方法
・誤嚥を防ぐ食事の介助方法
会　場：かごしま県民交流センター
資料代：５００円

介護職の体ﾘﾌﾚｯｼｭ研
修

　介護の基礎技術を確認し，さらなるス
キルアップを図るための研修。
・介護職（自分）の身体状態把握と自己
改善を図るストレッチ体操
会　場：かごしま県民交流センター
受講料：２，０００円

鹿児島県介護実習･普及セ
ンター
TEL 099-221-6615･6616
    ･6617
FAX 099-239-0384

http://www.kaken
-
shakyo.jp/kaigo/0
4kaigostudy.html

受講料：無料

受講料：無料

　介護の基礎技術を確認し，さらなるス
キルアップを図るための研修。
・感染症予防対策，汚染物の処理方法
・褥瘡ケア
・福祉施設での利用者におけるフィジカ
ルアセスメント
会　場：かごしま県民交流センター
受講料：４，０００円

介護職経験概ね３
年以上の方

http://www.kaken
http://www.kaken
http://www.kaken


11月16日(水)

10:00～16:00
※要事前申込

11月30日(水)

10:00～16:00
※要事前申込

令和４年 福祉・介護の職場
11月２日（水） を希望する求職者
11月17日（木）
10:30～15:00

https://jsite.mhlw.
go.jp/kagoshima-
roudoukyoku/hom
e.html

福祉・介護の
出張就職相談

福祉・介護の仕事に関心のある方、仕事
をしたい方向けの社会福祉協議会福祉人
材・研修センターによる出張巡回相談

・会場：ハローワーク鹿屋
・主催：ハローワーク鹿屋
　　　　鹿児島県社会福祉協議会
　　　　福祉人材・研修センター

令和４年
11月４日（金）
11月17日（木）
10:00～15:00

福祉・介護の職場
を希望する求職者

ハローワーク鹿屋
（鹿屋市北田町3-3-11）
　
　TEL:0994-42-4135

介護の職場
就職面談会

介護の職場への就職を希望する方、関心
のある方と介護等職場の人事担当者との
個別面談会

・会場：かのやグランドホテル
・主催：鹿児島県
　　　　鹿児島県社会福祉協議会
・共催：ハローワーク鹿屋
　　　　ハローワーク大隅

令和4年
9月17日（土）
13:00～16:00
（実施済）

介護の職場を希望
する求職者

福祉・介護の
出張就職相談

ハローワーク川内
（薩摩川内市
　若葉町4-24）

　TEL：0996-22-8609

福祉・介護の職場への就職を希望する方
向けの鹿児島県社会福祉協議会福祉人
材・研修センターによる出張巡回相談

・会場：ハローワーク川内
・主催：ハローワーク川内
　　　　鹿児島県社会福祉協議会
　　　　　福祉人材・研修センター

介護の職場
就職面談会

介護の職場への就職を希望する方、関心
のある方と介護等職場の人事担当者との
個別面談会

・会場：薩摩川内市総合福祉会館
・主催：鹿児島県
　　　　鹿児島県社会福祉協議会
・共催：ハローワーク川内、
　　　　出水、伊集院、宮之城、
　　　　大口
　　　　薩摩川内市
　　　　薩摩川内市社会福祉協議
　　　　会

福祉のミニ会社
説明・面談会

福祉分野への就職を希望している方又は
関心のある方向けの事業所説明及び面談
会

・会場：ハローワークかごしま

・主催：ハローワークかごしま

令和４年
11月～12月に計
5回開催予定

・要事前申込み
(求職者、事業所)
・福祉分野の職場
を希望する求職者 ハローワークかごしま

人材マッチングコーナー
（鹿児島市
　下荒田1-43-28）

　TEL:099-250-6065

福祉・介護の就職
出張巡回相談

福祉・介護の職場への就職を希望する方
向けの鹿児島県社会福祉協議会福祉人
材・研修センターによる出張巡回相談

・会場：ハローワークかごしま

令和４年
11月16日(水)

介護の職場を希望
する求職者

令和４年
11月26日（土）
13:00～16:00

福祉・介護の職場
を希望する求職者

介護職ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修
【認知症ケア】

　介護の基礎技術を確認し，さらなるス
キルアップを図るための研修。
・認知症疾患別援助の方法
・事例を通しての理解（グループワー
ク）
会　場：かごしま県民交流センター
受講料：４，０００円

介護職経験概ね３
年以上の方

福祉施設クリーン
キャンペーン

学生による福祉施設の大掃除

介護ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ研修

　介護の基礎技術を確認し，さらなるス
キルアップを図るための研修。
・簡単な運動や創作を楽しむ介護状態別
レクリエーション
会　場：かごしま県民交流センター
受講料：３，０００円

11月11日（金） 本校学生
http://amakan.ac.j
p/

奄美看護福祉専門学校
TEL：0997-54-9111
FAX：0997-54-9270

http://www.kaken
-
shakyo.jp/kaigo/0
4kaigostudy.html

鹿児島県介護実習･普及セ
ンター
TEL 099-221-6615･6616
    ･6617
FAX 099-239-0384

介護職経験概ね３
年未満の方

https://jsite.mhlw.
http://amakan.ac.j
http://www.kaken


ハローワーク加世田
令和４年 介護の職場を （南さつま市加世田
11月８日(火) 希望する求職者 　東本町３５－１１）
10：30～15：00

　TEL：0993-53-5111

福祉・介護の職場へ就職を希望す ハローワーク伊集院
る方向けの社会福祉協議会による 令和４年 介護の職場を （日置市伊集院町大田
出張巡回相談 11月15日(火) 希望する求職者 　825-3）

10：30～15：00
・会場：ハローワーク伊集院 　TEL：099-273-3161

ハローワーク出水
令和４年 介護の職場を希望 （出水市緑町37-5）
11月24日（木） する求職者
11：00～14：30 　TEL:0996-62-0685

・主催：鹿児島県社会福祉協議会

令和４年 福祉・介護の職場 ハローワーク名瀬
11月８日（火） を希望する求職者 （奄美市名瀬長浜町1-1）
14:00～16：00

　TEL:0997-52-4611

https://jsite.mhlw.
go.jp/kagoshima-
roudoukyoku/hom
e.html

福祉・介護の
就職出張巡回相談

福祉・介護の職場への就職を希望する方
向けの鹿児島県社会福祉協議会福祉人
材・研修センターによる出張巡回相談

・会場：ハローワーク名瀬

令和４年
11月２日（水）
11月16日（水）
9:30～12:00

介護の職場を希望
する求職者

ハローワーク大隅
（曽於市大隅町岩川5575-
1）

　TEL：099-482-1265
　

福祉・介護の
就職相談

福祉・介護分野へ就職を希望する方向け
向けの職業相談

・会場：ハローワーク出水

福祉・介護の
就職出張巡回相談

・実施機関：鹿児島県社会福祉協議会

福祉・介護の
出張就職相談

福祉・介護の職場へ就職を希望する方向
けの社会福祉協議会福祉人材・研修セン
ターによる出張巡回相談

・会場：ハローワーク大隅
・主催：ハローワーク大隅
　　　　鹿児島県社会福祉協議会
　　　　福祉・人材研修センター

ハローワーク大口
（伊佐市大口里768-1）

　TEL:0995-22-8609

福祉・介護の
就職出張巡回相談

福祉・介護の職場へ就職を希望す
る方向けの社会福祉協議会による
出張巡回相談

・会場：ハローワーク加世田
・実施機関：鹿児島県社会福祉協議会

医療・福祉の職場への就職を希望する
方、または関心のある方と事業所の担当
者が気軽に話をするミニ説明会（1日1事
業所）

・会場：ハローワーク国分
        姶良市ふるさとハロー
        ワーク

令和４年11月中
に開催予定
10:00～15:00

医療・福祉の職場
を希望する求職者
（求職者は予約不
要）

医療・福祉分野
求人ミニ説明会

医療・福祉の職場への就職を希望する
方、または関心のある方と事業所の担当
者が気軽に話をするミニ説明会（週1事
業所）

・会場：ハローワーク大口
・主催：ハローワーク大口

令和４年11月中
に開催予定
9:00～11:30

医療・福祉の職場
を希望する求職者
（求職者は予約不
要）

福祉・介護のお仕事
無料巡回相談

福祉・介護の仕事に関心のある方、仕事
をしたい方向けの社会福祉協議会福祉人
材・研修センターによる出張巡回相談

・会場：ハローワーク国分
・主催：ハローワーク国分
　　　　鹿児島県社会福祉協議会
　　　　 福祉人材・研修センター

令和４年
11月９日（水）
11月22日（火）
10:00～15:00

介護の職場を希望
する求職者

ハローワーク国分
（霧島市
　国分中央1-4-35）

　TEL:0995-40-6144
　

医療・福祉分野
合同説明会

医療・福祉の職場への就職を希望する
方、または関心のある方と事業所の担当
者が気軽に話しをする合同説明会（各日
10事業所予定）

・会場：国分シビックセンター
　　　　姶良公民館
・主催：ハローワーク国分
・共催：霧島市、姶良市

令和４年
11月８日（火）
11月９日（水）
国分ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ
11月11日（金）
姶良公民館
13:00～16:00
(受付12：45～
　　　 15：30)

医療・福祉の職場
を希望する求職者
（求職者は予約不
要）

医療・福祉分野
求人ミニ説明会

https://jsite.mhlw.


令和４年 求職者
11月17日(木） （自由参加）
9:00～12:00

令和４年 介護の職場を希望
11月１日（火） する求職者
10:30～15:00

　福祉人材・研修センター

HP:通年 
広報誌：11月

11月11日

― ―

・会場：ハローワーク指宿
・主催：ハローワーク指宿
　鹿児島県社会福祉協議会

https://jsite.mhlw.
go.jp/kagoshima-
roudoukyoku/hom
e.html

す。
１日３事業所の参加予定
・会場：ハローワーク指宿
       ２階会議室（２ヵ所）

福祉・介護の就職出
張巡回相談

・福祉・介護の職場へ就職を希望
する方向けの社会福祉協議会福祉
人材・研修センターによる出張巡
回相談

福祉・介護の職場の
求人説明会

ハローワーク指宿
（指宿市東方9489-11）

TEL：0993-22-4135

・福祉・介護の職場への就職を希
望する方、または関心のある方と
事業所の担当者が求人について気
軽に話ができる機会です。求職者
の方は服装も自由で予約も不要で

なし

・元気！わどまりクラブ
　TEL:0997-92-0300
・和泊町保健福祉課
　TEL:0997-84-3517

―

・元気！わどまりクラブ
・和泊町身体障害者福祉協会
・沖永良部介護福祉士会
３団体共催によるスポーツイベント
「ボッチャ体験会（仮称）」を開催予定

ボッチャ体験会
（仮称）

学校における「介護
の日」関連行事

事前申込みのあった学校で，「介護の
日」イベントを開催する。

①仮屋竹洋氏（吉本興業　鹿児島
　県住みます芸人）による認知症
　に関する講義
②介護職員（リモート出演）によ
　る介護職の説明（やりがい，介
　護ロボットの紹介等）や，介護
　に関するグループワークの実施

令和４年11月～
令和５年３月

事前申込みの小・
中・高校等（５校
以上）

－

鹿児島県くらし保健福祉部
高齢者生き生き推進課
長寿企画係
TEL：099-286-2696
FAX：099-286-5537

介護の日啓発 11月1日～30日
三島村役場　民生課
TEL:099-222-3141

「介護の日」
啓発運動

ホームページ・広報誌への掲載

庁内放送の実施
－

鹿児島市介護保険課
庶務係
TEL:099-216-1277

https://www.city.k
agoshima.lg.jp/

村内広報誌へ掲載し啓発する。

11月11日

https://jsite.mhlw.
https://www.city.k

